
部活動名 会場 日程 競技・種目 時間
６/１（土） 男女団体　準決勝まで 男子団体　ベスト８ 本校３－１秋田中央、本校０－３秋田工業

男女団体　決勝 女子団体　初戦敗退 本校２－３秋田和洋女子
男女ダブルス　ベスト８まで 男子ダブルス 佐藤裕（３Ａ）・加藤光（２Ｃ）ベスト３２
男女ダブルス　決勝まで 女子ダブルス 五代儀るい（３Ｎ）・藤田奈純菜（３Ｄ）ベスト３２

男女シングルス　ベスト３２まで 男子シングルス 佐藤裕（３Ａ）ベスト３２
６/４（火） 男女シングルス　決勝まで 女子シングルス 藤田奈純菜（３Ｄ）、五代儀るい（３Ｎ）ベスト３２

６/１（土） 団体戦 予選リーグ 対　横手城南（0-4）●　
６/２（日） 対　秋田西　（0-5）●　　　予選敗退
６/３（月） 個人戦 男子 工藤　　光（２Ｒ）　２回戦敗退
６/４（火） 佐藤　秀祐（２Ｒ）　２回戦敗退

西根　維吹（２Ｒ）　３回戦敗退
女子 福田　真姫（１Ａ）　１回戦敗退

６/１（土） 個人戦（１～４回戦） ９：３０～
６/２（日） 個人戦（５回戦～決勝）　　団体戦（１回戦） ９：００～ 　団体戦　優勝 個人戦　優勝
６/３（月） 団体戦　２回戦 ９：００～ 　　対　湯沢翔北（３－０）◯ 優勝　佐藤大晴（３Ｒ）・岩間大輝（３Ｂ）

　　　　　３回戦 　　対　横手（２－０）◯ ２位　小坂朝陽（２Ａ）・須藤稜太（３Ｄ）

　　　　　準決勝 　　対　能代松陽（２－１）◯ ３位　竹村陸人（３Ｃ）・浪岡遊（３Ｒ）
　　　　　決勝 　　対　大曲工業（２－０）◯

６/１（土） 個人戦（１～４回戦） ９：３０～
６/２（日） 個人戦（５回戦～決勝）　　団体戦（１回戦） ９：００～ 団体　ベスト１６ 個人戦
６/３（月） 団体戦（２回戦～決勝） ９：００～ 対　秋田南（２－１）○ 　宮野（３D)織田（１D)ベスト３２

対　横手城南（１－２）×
５/２５（土） 団体戦　１回戦 １０:００～ 　　対　金足農（４－１）　○

　　　　　 ２回戦 　　対　湯沢翔北（１－４）　●

５/２６（日） 個人戦（各階級１回戦～３回戦） ９：３０～ ６０kg級　森川　尊（３A)１回戦敗退

６６kg級　成田雄希（２C）２回戦敗退

６６kg級　三澤　笙（３D)２回戦敗退

７３kg級　田村仁悠人（３N)２回戦敗退

７３kg級　小野優汰（２R)２回戦敗退

９０kg級　阿部凱隼（１N)１回戦敗退

１００kg級　土濃塚勇輝（３D)１回戦敗退

男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ

６/３（月）

６/２（日）

県立中央公園テニス
コート

秋田県立武道館

令和元年度　全県総体・全県野球　日程結果一覧
対戦・成績・結果・名前・学年等

柔道

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

秋田県立武道館剣道

能代市総合体育館

女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ



男子：４００ｍ、１５００ｍ、走幅跳
女子：４００ｍ、円盤投
男子：１００ｍ、４×１００ｍＲ、砲丸投、混成
女子：１００ｍ、４×１００ｍＲ、走高跳、やり投
男子：８００ｍ、５０００ｍ、４００ｍＨ、やり投
女子：４００ｍＨ
男子：２００ｍ、１１０ｍＨ、３０００ｍＳＣ、４×４００ｍＲ
男子：三段跳、円盤投
女子：２００ｍ、１００ｍＨ、３０００ｍ、４×４００ｍＲ
女子：砲丸投、混成

6月2日 ２回戦 １０：３０～ 横手対能代西勝者 本校　５９ － １１１ 能代西
〃 ３回戦 １５：００～

女子 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 6月1日 1回戦 13:30～ 対　横手高校 本校　57対90　横手高校　1回戦敗退
6月1日 1回戦 ９：００～ 対　男鹿海洋高校 本校２（25－7　25－10）０男鹿海洋　　
6月2日 2回戦・準々決勝 ９：００～ 対　増田高校 本校１（25－19　16－25　18－25）２増田
6月1日 1回戦 １２：００～ 対　男鹿海洋高校 本校２（25－4　25－7）０男鹿海洋
6月2日 2回戦・準々決勝 11:00～ 対　横手城南ー増田の勝者 本校０（19－25　27－29）２横手城南

仁賀保ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 5月24日 1回戦 13:00～ 対　大曲工業高校 秋田北鷹４－１（1-0・3-1）大曲工業
TDK総合スポーツセンター 5月26日 2回戦 13:00～ 対　明桜高校 秋田北鷹０－２（0-0・0-2）明桜

6月1日 開会式 10:00
個人インターハイ予選 10:30 優勝 児玉優翔（１Ｒ）

6月2日 団体インターハイ予選 10:00 優勝
工藤（３Ｄ）齋藤（２Ａ）佐藤（２Ｒ）
櫻田（２Ｎ）児玉（１Ｒ）金田（１Ｒ）
齋藤（１Ｒ）

個人体重別８０ｋｇ級 11:00 優勝 工藤唯織（３Ｄ）
３位 齋藤貴仁（１Ｒ）

１００ｋｇ級 ２位 櫻田航汰（２Ｎ）
３位 齋藤晃良（２Ａ）

１００ｋｇ超級 ２位 佐藤貴規（２Ｒ）
３位 児玉優翔（１Ｒ）

閉会式 13:20

男子　100m　１位　佐々木友也（２Ｄ）　２位　野呂龍斗（３Ｄ）
　　　　200m　１位　佐々木友也（２Ｄ）
　　   5000m　８位　村上一大（３Ｃ）
　4×100mR　１位　１走：高橋遥希（３Ｒ）   ２走：佐々木友也（２Ｎ）
　　　　　　　　　　　　３走：佐藤朋也（２Ｎ）　４走：野呂龍斗（３Ｄ）
　　　砲丸投　２位　鈴木和真（３Ａ）
　　　円盤投　３位　鈴木和真（３Ａ）
　　　総合　３位　トラック総合３位　フィールド総合８位
女子 1500m　７位　野呂くれあ（３Ｄ）
　　　 3000m　３位　野呂くれあ（３Ｄ）　４位　渡辺望美（２Ｄ）
　　　砲丸投　８位　松橋美加（３Ｎ）
　　　円盤投　４位　松橋美加（３Ｎ）
　　　七種競技　５位　石崎矩麗杏（３Ｂ）
　　　混成総合　４位
※６位まで東北出場（七種競技は４位まで）
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６月１日 開会式 ９：３０～
男子団体１回戦 10:00～ 対　男鹿海洋 本校●２－３男鹿海洋
女子団体１回戦 11:45～ 対　増田高校 本校◯３－１増田高校
女子団体２回戦 15;15～ 対　大曲高校 本校●０－３大曲高校

６月２日 男子ダブルス１回戦 9:30～ 伊藤大輝(3C)・佐藤功真(3C) ◯３－１鎌田・小笠原（能代松陽）
女子ダブルス１回戦 津谷香海(3C)・近藤咲良(3C) ●２－３半田・伊藤（秋田商業）
〃 佐藤茉奈(3D)・笹代琴里(2B) ●０－３佐曽田・加藤（角館高校）

６月３日 男子シングルス2回戦 9:00～ 佐藤功真(3C) ●１－３佐藤（角館高校）
〃 伊藤大輝(3C) ●０－３渡部（平成高校）
女子シングルス2回戦 津谷香海(3C) ●０－３菊池（能代松陽）
〃 田村咲喜(1D) ●０－３若狭（聖霊高校）
〃 笹代琴里(2B) ●１－３合田（国際情報）
〃 佐藤茉奈(3D) ◯３－２佐藤（国際情報）
男子ダブルス2回戦 13:00～ 伊藤大輝(3C)・佐藤功真(3C) ●田近・武藤（大曲工業）

６月４日 女子シングルス３回戦 9:00～ 佐藤茉奈(3D) ◯０－３佐藤（由利高校）
6/2（日） 開会式 10:00～

団体戦予選 11:00～ 女子団体予選１回戦 8中（全体10位　敗退）
男子団体予選１回戦 10中（２位通過）
男子団体予選２回戦 11中　合計21中（２位通過）
男子団体予選３回戦 10中　合計31中（４位タイ）
男子団体　決勝進出決定戦 ●２－３本荘

6/3（月） 個人戦予選１回目 9:00～
団体戦決勝リーグ ＰＭ

6/4（火） 個人戦予選２回目 9:00～
個人戦決勝 ＰＭ 近藤愛羽（２Ｃ） ８射６中６位タイ

東北大会出場決定戦敗退

５／３１（金） 総合開会式（秋田市文化会館） 13:00～
男子個人フルーレ 優勝　大塚昂輝２N

６/１（土） 個人対抗フルーレ 10:00～ ２位　髙田恭成２D
女子個人フルーレ ２位　長崎昇子１C

６/２（日） 学校対抗　／　個人対抗エペサーブル予選 10:00～ 男子個人エペ ２位　小林大晃２R
３位　菅原佑人２D

６/３（月） 個人対抗エペ・サーブル決勝 10:00～ 男子個人サーブル 優勝　髙田恭成２D
２位　吉田悠馬３D
３位　佐藤悠也３B

女子個人エペ ３位　長崎東子１C
８位　金夏織　３A

女子個人サーブル ４位　鈴木有咲２B
学校対抗男子 優勝
学校対抗女子 ２位

５／１９（日） ２回戦 １２：３０～ 対　　秋田中央 ２－２０●
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